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第２６回兵庫県放射線技師会学術大会 詳細は予稿集をご覧ください。 

今回の市民公開講座は、認知症をテーマに講師をお招きしています。 

職場の方、ご近所の方にもお声かけいただき、出来るだけ多くの一般市民の皆様にご参加いただけたらと思います。 

 

【学術大会開催内容】 

日 時 ： 平成２６年１１月２４日（月・祝）９：３０～１７：００ 

会 費 ： 会員１，０００円 会員以外５，０００円 

大会テーマ ： 「価値への創造」～確かな医療 自分らしく生きるために～ 

場 所 ： 加古川市民会館 小ホール 

〒６７５－００３１ 兵庫県加古川市加古川町北在家２０００番地 

【一般演題】ＡＭの部（１０：１０～１０：５０）  ＰＭの部（１５：１５～１６：３０）（予定） 

【特別講演】１１：００～ 

      「スポーツ整形の画像診断」 

       講 師 ： 柳田 博美  県立加古川医療センター リハビリテーション科 部長 

【ランチョンセミナー】１２：２０～  １２０名 ２会場予定しています（参加希望者には、当日チケットを配布します）。 

  １）「核医学検査を用いた３大認知症の鑑別診断」 

（兵庫医科大学 放射線医療センター・核医学ＰＥＴ診療部 福島 和人） ６０名 

  ２）「マンモグラフィ・一般撮影装置の最新技術紹介」（株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン） ６０名 

【市民公開講座】１３：２０～ 

       「認知症の診断と最新治療」 

１）認知症の画像検査・・診療放射線技師の思い 

              講 師 ： 杉浦 一弘  明石市立市民病院 放射線技術課 

２）認知症の予防と対処法・治療 

               講 師 ： 九鬼 克俊  いるか心療所 院長 

 

お問い合わせ ： 神戸大学医学部附属病院 放射線部 ０７８－３８２－５１１１ 内線 ６３８３ 

                     学術理事 神澤 匡数 gakujutsu25th@yahoo.co.jp 

 

第２６回 兵庫県放射線技師会学術大会のご案内 

Ｓｃｈａｕｋａｓｔｅｎ 
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-厚生委員会- 

第22回新入会員歓迎交流会のご案内 

 新入会員の歓迎と会員相互の交流を深めることを主な目的とし

て開催しております本交流会について、 下記のとおり開催す

ることになりました。職場の新人や若手技師などをお誘い合わ

せいただき、たくさんの参加をお待ちしております。 

日 程 ： 平成２６年１１月１５日(土)～１６日（日）   

１５日 １７：３０ 現地集合 

１８：００ 交流会開会(鍋＆餃子パーティー) 

２０：３０ 閉会・後片付け 

２次会及び自由時間、宿泊 

      １６日  ８：００ 朝食、後片付け、掃除 

９：３０ 解散 

場 所 ： 「加古川市立漕艇センター 食堂・宿泊棟（貸切）」  

加古川市上荘町井ノ口３６１－３  

TEL ０７９－４２８－２２７７ 

交通手段 ： ①自家用車で来られる方：駐車場無料 

加古川バイパス加古川ランプ下車約１５分、 

山陽道三木小野インター下車約１５分 

        ②電車で来られる方：最寄駅「JR加古川線厄神駅」 

徒歩約２０分 

        ※１７：００に厄神駅に来ていただければお迎えの

車を調整しますので、希望される方は申込み

の際にお伝え下さい。 

           

申込期限 ： １１月１２日（水） 

申込・問合先  兵庫県立こども病院 放射線部 原  

ＴＥＬ ０７８－７３２－６９６１ 

            兵庫県立加古川医療センター 放射線部 小田 

ＴＥＬ ０７９－４９７－７０００  

 

-学術委員会- 

第 10回兵庫県学術研修フォーラムの 

ご案内 

今年もエーザイ株式会社さまの共催にて、開催いたします。 

多数のご参加お待ちしています。 

（開催の詳細は、次号報告いたします。） 

日 時 ： 平成２６年１２月６日（土）１４：００～１６：４５ 

場 所 ： 三宮研修センター ５階 ５０５号室 

         神戸市中央区八幡通４丁目２－１２ 

          TEL ０７８－２３２－００８１ 

参加費 ： 会員５００円 会員以外 ２０００円 

［話題提供］１４：００～予定 

          ＶＳＲＡＤの最新情報 

 ［基礎講演］１４：２０～予定 

             頭部領域の画像診断（仮テーマ） 

 ［特別講演］１５：３０～予定 

             脳腫瘍における診断と最新治療 

                神戸大学大学院医学研究科外科系講座 

脳神経外科 篠山 隆司 

お問い合わせ 

神戸大学医学部附属病院 放射線部  

０７８－３８２－５１１１ 内線６３８３ 

学術担当 神澤 匡数 gakujutsu25th@yahoo.co.jp 

-学術委員会- 

第2回放射線セミナーのご案内 

がん診療連携協議会、兵庫県放射線医会との共催で第２回放

射線セミナーを下記の日程で開催します。皆様お誘い合わせ

の上、ご参加ください。 

今回は消化管がんをテーマに企画しています。詳細は次号で

報告いたします。 

日 時 ： 平成２７年２月７日（土）１４：００～１７：００ 

場 所 ： 神戸市教育会館 

         〒６５０－０００４  

神戸市中央区中山手通４丁目１０番５号   

ＴＥＬ ０７８－２２２－４１１１ 

神戸市営地下鉄「県庁前」より徒歩５分 

参加費 ： 無料 

共催 兵庫県がん診療連携協議会 兵庫県放射線医会 

お問い合わせ 

神戸大学医学部附属病院 放射線部  

０７８－３８２－５１１１ 内線６３８３ 

学術担当 神澤 匡数  gakujutsu25th@yahoo.co.jp 
 

mailto:gakujutsu25th@yahoo.co.jp
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-医療サービス向上特別委員会- 

「接遇マニュアル」作成のお知らせ 

このたび医療サービス向上特別委員会では、｢診療放射線技

師のための接遇マニュアル｣を作成しました。患者様が来院さ

れた際、「職員の対応が良く、気持よく検査を受けることができ

た」「是非次回もこの病院を受診したい」と感じて頂けるように、

会員の皆様が今以上の接遇力を身につけるためのお手伝いに

なればと考えています。 

作成した「接遇マニュアル」につきましては、今回同封の会誌

に掲載しております（モノクロ版）。 

また、当会ホームページの「MEMBER’S SITE」にもアップし

ダウンロードできるようにしております（カラー版）。ぜひご活用

下さい。 

なお、ダウンロードには ID・PASSWORDが必要となります。 

まだ取得されていない方は本会ホームページのトップページ 

「ID・PASSWORD発行」 より取得して下さい。ID・PASSWORD

の取得には、シャウカステンに記載の 「今月のパスワード」 が

必要です。 

-医療サービス向上特別委員会- 

原稿募集のご案内 

 

 医療サービス向上特別委員会は、我々診療放射線技師の患
者様に対する説明責任を果たすことへの啓発活動を目的として、

平成１８年度兵庫県放射線技師会総会にて承認を受けて以来

継続して活動を行っている特別委員会です。 

 ひとことに「医療サービス」と言いましても患者様への説明責

任だけではなく、国の医療施策のような大規模なものから、現場

スタッフ１人１人の心がけのようなものまで、その言葉が指し示

すものは多種多様にわたっています。 

当委員会では、個人の意識改革もしくは業務や環境改善の

参考としてお役立ていただけるよう、「医療サービス向上 ～

我々の取り組み～」と称し、各施設における医療サービス向上

のための取り組みについて情報をお寄せいただき、随時会誌

に掲載させていただいております。 

 現在、会員みなさまからの「医療サービス向上」に関する情報

を募集しております。どんな小さなことでも構いません、医療サ

ービス向上を目指したご自身の取り組みを是非お寄せ下さい。  

また、患者として他院を受診した際に印象が良かった施設や

役立つ書籍・記事等の耳寄り情報など、「医療サービス向上」に

関する情報がありましたら是非ご紹介下さい。 

お寄せいただく情報および原稿について 

原則として電子メールをご利用下さい。 

原稿については下記要領で作成したファイルを電子メール 

に添付してお送り下さい。 

なお、画像については、あらかじめ本文中にレイアウトの 

うえ、高精細画像が必要な場合はＪＰＧ等の画像データとし

て別ファイルにてお送り下さい。 

使用ソフト ： Microsoft Word   

使用フォント ： MSP明朝11ポイント 

ページ設定 ： A4縦、余白上37mm、下38mm、右20mm、 

左20mm、2段組、文字数23字、行数48行 

宛先・お問い合わせ 

E-mail ： hart@tiara.ocn.ne.jp 

〒６５０－００２２ 

神戸市中央区元町通５丁目２－３－１０１１ 

（公社）兵庫県放射線技師会 

医療サービス向上特別委員会 水口健ニ郎宛 

ＴＥＬ ０６－６４８２－１５２１  

ＦＡＸ ０６－６４８２－７４３０ 

（兵庫県立尼崎病院 検査・放射線部） 

 

  －広報委員会－ 

会員専用サイト（member's site） 

入室用ＩＤとパスワードの発行 

本会ホームページの「ＩＤ・ＰＡＳＳＷＯＲＤ発行」をクリック！！ 

入力後、ご登録いただいたメールアドレスへ「ＩＤとＰＡＳＳＷＯＲ

Ｄ」を発信します。これを用いて、「member's site」へ入室下さい。

一度取得されたＩＤとＰＡＳＳＷＯＲＤで、月が替わっても入室で

きます（ＩＤ、ＰＡＳＳＷＯＲＤは自由に変更できます）。 

 現在、「会員専用サイト」では「求人・求職情報」・「調査報告」・

「研修会資料」等が閲覧できます。 

 

 

 

1１月パスワード 

シャウカステンをご覧ください 

兵庫県放射線技師会HP 
http://www.hyogo-rt.org/ 
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-神戸西支部- 

神戸西支部主催 特別講演会 報告 

神戸西支部主催 特別講演の報告です。 

 
 

平成26年9月27日（土）18時～20時 神戸市勤労会館にて、

特別講演 奈良県立医科大学附属病院 安藤英次先生による 

一般撮影 “足・足関節の立位による荷重撮影”を開催致しまし

た。参加者は 55 名で、遠方の他支部の方も多数ご参加くださり、

垣根を越えた研修会となりました。なかでも 86 ページのフルカ

ラー資料の配布は大好評でした。 

今後も一般撮影に限らず色々なテーマで研修会を企画致し

ますのでご参加くださいますようよろしくお願い致します。 

次回は、H27/02/20（金）に一般撮影①脊椎②肘（第2弾）“尺

骨神経溝撮影の謎”などを予定しております。 

                    神戸西支部 支部長  高井 夏樹 

第266回神戸頭部研究会のお知らせ 

段々と朝夕冷え込む季節となってまいりました。今年は何だ

か深まりゆく秋も短かったような気がしますね。前回の定例会で

は seri.「ガイドラインからみる脳疾患」の総集編第２弾を行いまし

た。脳梗塞1では直ちに治療へ結びつくための画像診断を主

に、DWIやADC mapを分かり易くまとめました。MR所見の経時

的変化は重要でしたね。次に脳梗塞2で脳浮腫に対する減圧

法と脳血管内治療を行いました。多くの症例を提示し、最新の

デバイスの説明も大変理解しやすかったですね。実際に採取さ

れた血栓の画像はインパクトがありました。そして最後は脳ドッ

クの話しでした。「脳の健康診断」と位置づけされるもので、検査

方法から結果説明にも注意すべき点が多くあることを理解出来

ました。3項全てをQ&A方式で進め、今までの定例会とは少し

異なったスタイルで堅苦しさのない、会場一体型!? 勉強会が出

来たものと思われます。後半はseri.「こんな症例ありました」で急

性期脳梗塞を取り上げました。おさえるべき所見の取り方が復 

習できましたね。また iPad miniで発表も斬新でした。今後是非

使ってみようと思いました。さて、次回は下記の通り、特別講演

会を開催いたします。臨床を重視した内容の講演で、まさに「次

の日から実践!!」を。多数のご参加をお待ちしております。 

（田上修二） 

題 目 ： 「ここまでわかる頭部救急のCT/MRI」 

～臨床現場で見逃さないために～ 

       公益財団法人 東京都保健医療公社 荏原病院  

放射線科部長 井田 正博 先生 

日 時 ： 平成２６年１１月８日（土）１４：３０～１６：３０ 

会 場 ： HDC神戸５Ｆ HDCスタジオ（JR神戸駅南側すぐ） 

会 費 ： 会員・会員以外 ： １,０００円 

※ 講演会終了後、情報交換会を予定しております。    

是非ご参加下さい!! 

連絡先 ： 吉田病院 放射線科 森 勇樹  

ＴＥＬ ０７８－５７６－２７７３ 

「ＣｏＣＩＴ2014秋」開催のご案内 

CoCIT（インターベンション治療コ･メディカル会議） 

初秋の候、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜

び申し上げます。この度、『CoCIT2014秋』を下記の予定で開催

する運びとなりました。 

皆様の参加をお待ち申し上げます。 

                   記 

日 時 ： 平成２６年１１月８日（土）１４：００～１７：００ 

場 所 ： 神戸大学医学部附属病院  ６Ｆ 大講義室 

(病院南側学生ホールより入場) 

会 費 ： ５００円 （事前登録不要） 

プログラム 

◆レクチャー １４：００～ 

『心内心電図・ABL－PSVTを中心に－』 

日本光電関西(株）兵庫支社  

神戸循環器マーケティンググループ   中村 勝暁 氏 

◆ディスカッション １５：００～ 

『PCIビデオライブ－県立淡路医療センター編－』 

   座長 県立姫路循環器病センター 検査放射線部 

北野 一良（RT） 

オブザーバー 県立淡路医療センター 検査放射線部  

松尾 茂伸（RT） 

   コメンテーター 兵庫医科大学病院 看護部  

イスマイル るみ（NS） 

             加古川東市民病院 臨床工学室  

岡 佳伴（CE） 

東宝塚さとう病院 放射線室  

有田 豊広（RT） 

◆施設見学（希望者のみ） １６：００～ 

  神戸大学医学部附属病院 低侵襲総合診療棟 １Ｆ 
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・インターベンションエキスパートナース（旧認定 IVR看護師） 

５単位 

・血管造影・インターベンション専門技師 １単位 

・救急撮影認定技師 ２単位 

 

主催 CoCIT事務局 http://cocit.web.fc2.com/ 

お問い合わせ  神戸赤十字病院   古東 正宜  

TEL ０７８－２４１－９２５９（ダイヤルイン） 

-神戸西支部- 

第18・19回マラソン・ハイク部練習の 

ご案内 

１０/５の第16回は台風の為、中止となりました。 

マラソン・ハイク部の練習といっても、ハイキングの参加申込

み等、自己責任ですが、皆で楽しみながら（練習後のお風呂と 

懇親会）行いますので、他支部や会員以外の方でも結構で

す！皆様、奮って、入部してください。 

「第１８回マラソン・ハイク部練習」 

練習日 ： 平成２６年１１月９日（日）８：００ 

          阪急宝塚駅改札集合 

蓬莱峡、最高峰、芦屋川 

入部・参加方法   電話にて問合せ下さい 

 神戸西・小林（健康財団０８０－１４９０－９７２９） 

 

「第１９回兵放ハイキング、マラソン・ハイク部合同」 

※以前お知らせした五台山等は豪雨による山崩れの為、 

変更します。紅葉の高源寺等は時間が有れば参拝。 

平成２６年１１月１６日 親不知（おやしらず）６０４．６ｍ 

集合 ： ＪＲ神戸駅南 ８：００ ～三宮東急イン８：２０ 

 登山口～（２Ｈ）～頂上～（１．５Ｈ）～登山口 

定員は２３名になり次第、締め切ります。 

持ち物 ： 昼弁当、お茶、雨具、防寒具等 

問い合わせ 

兵放ハイキング同好会 赤松 曉（０９０－４９０４－４４０７） 

 第286回はりまＣＴ研究会のご案内 

テーマ ： 症例検討会 

日 時 ： 平成２６年１１月１４日（金）１９：００～ 

場 所 ： 明舞中央病院 西館１Ｆ会議室（駐車場有） 

会 費 ： 会員・会員以外 ５００円（軽食付き） 

今回は今年最後の研究会です。締めくくりとして、毎年恒例の症

例検討会を行います。 

領域は限定せず、色々な症例を提示して頂く予定です。今まで

知らなかった、興味深い症例が勉強できることと思います。一緒

に更なる読影力の向上をしていきましょう。 

多数のご参加をお待ちしております。 

講師・演題 

神戸リハビリテーション病院        

明石医療センター             

三菱神戸病院               

明舞中央病院 

皆さん、お誘いあわせの上ご参加ください (*^̂ )v 

新人の方もベテランさんも、また他職種の方々もお待ちしており

ます。 

本年度もはりまCT研究会へのご参加、ありがとうございました。 

来年度も更なる磨きをかけ、一進して参りますのでよろしくお願

い致します。 

問い合わせ ： 明舞中央病院 放射線科内 

              ＴＥＬ ０７８－９１７－２０２０  内線１２６ 

半蔀英敏 羽田安孝 

-但馬・丹有支部- 

第 4回合同研修会のお知らせ 

日 時 ： 平成２６年１１月１５日（土） １４：００～１６：００  

（受付 １３：３０～） 

場 所 ： ホロンピアホテル  篠山市中野７６－４ 

                        TEL ０７９－５９４－２６１１ 

参加費 ： 研修会参加費無料   懇親会参加費有料      

 プログラム 

   司会 にしき記念病院 村上 勝哉 

    Ⅰ 開会の挨拶  丹有支部 支部長 廣瀬 之衛 

    Ⅱ 情報提供  バイエル薬品株式会社 

    Ⅲ 一部（学術） 

       座長 岡本病院 西山 浩樹 

        Ａ．「ＣＴＣ検査の取り組み」                   

岡本病院    新才 吉輝 

       Ｂ．「再現性の容易な距踵関節撮影法の考案」      

公立八鹿病院 田中 規恵 

      二部（趣味） 

       座長 公立朝来梁瀬医療センター 辻北 則保 

       Ａ．「シリーズ歴史 【但馬牛】」 

公立八鹿病院 福田 正行 

       Ｂ．「オレの生きがい エギングとバスフィッシング」 

                公立豊岡病院 米分 直樹   

    Ⅳ 技師会の動向 

    Ⅴ 閉会の挨拶  但馬支部 支部長 田野 貞広 

    Ⅵ 懇親会（17：00～） 飲み放題 
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第99回大阪胃腸会（銀杏会）のご案内 

拝啓 皆様方におかれましては、ますます御健勝のこととお慶

び申し上げます。 

さて、今回は、２回目となります、中村 信美先生による、『初

心者から上級者の胃Ｘ線読影』の講義を行います。初心者から

上級者まで、読影の“いろは”から、これから学ぶべき事柄、日

常業務、認定技師試験対策など、実践的で大いに活用できる内

容です。また、馬場塾症例検討会も、９月の特別講演でご指導

頂きました“読影のイロハ”をお手本とし、簡明な所見用語を用

い、その使い方など、確認しながら手順を追って学んで行きた

いと考えています。どうぞ、みなさん、奮ってご参加ください。 

敬具 

 代表世話人 ＮＰＯ精管構基準撮影法指導講師  

大阪府信用金庫健康保険組合健康管理センター  

中園 直幸 

                   記                                                                                                                            

日 時 ： 平成２６年１１月１５日（土） １４：３０～１７：３０ 

場 所 ： 尼崎中央病院 ４階講義室    

         兵庫県尼崎市潮江１－１２－１ 

ＴＥＬ ０６－６４９９－３０４５（代） 

参加費 ： １，０００円  

内容 ： 

特別講義  『初心者から上級者の胃Ｘ線読影』 その② 

   講師：ＮＰＯ精管構基準撮影法指導講師 中村 信美 先生 

症例検討会 

馬場塾症例 ： Ｘ線、内視鏡、切除標本、切除後病理組織 

写真、それぞれの対比など、非常に魅力ある内容となって

おります。 

 お問い合わせ   

合志病院 放射線科内 担当 中川 好久 

       ＴＥＬ ０６－６４８８－１６２９ (放射線科直通)   

   ※お電話でのお問い合わせは１６：００～１７：００に 

お願い致します。 

       ＨＰ ： http://www.osaka-ichokai.com   

mail :  info@osaka-ichokai.com 

 

 

 

 

第 48回 西播イメージング研究会のご案内 

謹啓  

皆様方におかれましては益々御清祥のことと御慶び申し上げま

す。下記の通り、第４８回西播イメージング研究会を開催致しま

す。多忙な折、恐れ入りますが、皆様お誘い合わせの上、多数

の御出席を賜りますようお願い申し上げます。 

謹白 

記 

日 時 ： 平成２６年１１月１５日（土）１３:３０～１７:３０ 

場 所 ： 姫路商工会議所 本館６F ６０５会議室 

        姫路市下寺町４３  ＴＥＬ ０７９-２２２-６００１ 

会 費 ： 会員５００円  会員以外１，０００円 

 

－ プログラム －   

『ヨード造影剤イオメロンの適正使用情報』 

エーザイ株式会社 中谷 泰之 氏 

                                                         

☆講 演 Ⅰ 

『CT画像を診る！（シリーズNo.４～虚血性腹部疾患～）』 

兵庫県立がんセンター 放射線部 

                          前田 啓明 技師 

☆講 演 Ⅱ 

『ZIOSTATION 2 最新アプリケーションのご紹介 

           Phyzio Dynamics 臨床での運用例』 

     アミン株式会社  大阪営業所  

                         石元 篤徳 氏 

☆AZE展2014 最優秀賞受賞 講演☆ 

『心房細動アブレーション前後におけるMRIこれからの役割』 

    兵庫県立がんセンター 放射線部 

                         重永 裕 技師 

☆特 別 講 演☆ 

『救急領域における読影の補助のあり方 

～搬入時のCT画像の重要性～』                      

川崎医科大学附属病院 中央放射線部 

黒住 晃 技師 

 

【認定ポイント】 

日本救急撮影技師認定機構 ２ポイント 

日本X線CT専門技師認定機構 ３ポイント 

 

問合せ 県立がんセンター 放射線部 前田 啓明まで 

ＴＥＬ ０７８－９２９－１１５１  

共催  西播イメージング研究会、エーザイ株式会社 

mailto:info@osaka-ichokai.com
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西神戸医療センター オープンカンファレンス 

第12回 Imaging Technical Conferenceの 

ご案内 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

さて、下記の日程にて『 第12回 Imaging Technical Conference 』

を開催いたします。 

ご多忙とは存じますが、万障お繰り合わせの上ご出席賜ります

ようお願い申し上げます。                          敬具  

日 時  ：  平成２６年１１月１９日（水）１８：３０～ 

場 所  ：  西神戸医療センター ４階 大会議室 

  

【テーマ】 『 くも膜下出血に対する治療と画像診断の役割 』 

【演者】 

西神戸医療センター 脳神経外科 医長 木戸口 慶司 先生 

西神戸医療センター 放射線技術部  

CT部門担当      寺田 晃子 技師 

西神戸医療センター 放射線技術部  

血管造影部門担当 中島 正量 技師 

※ なお、参加費は無料ですが、駐車場は有料です。 

（軽食あり） 

問い合わせ先 

 西神戸医療センター 放射線技術部 山之内 真也 

 TEL ０７８－９９７－２２００ （内線 ２０００） 

 

－神戸西支部－ 

第90回こうべ胃検診の会のお知らせ 

１０月は、緩下剤対応のスペシャリストをお呼びしてご指導い

ただきました。今後も胃部撮影の実務の参考になるよう考えて

いきますので、皆様奮ってご参加ください。 

内  容 （予定）   １ 症例検討 

２ 撮影技術 

日程及び場所 （予定） 

     平成２６年１１月２１日（金）  

兵庫県健康財団荒田特別３Ｆ会議室 

開催時間  １８：００から 

申込・問合せ方法   電話にて申込・問合せ下さい 

        神戸西・小林（健康財団０８０－１４９０－９７２９） 

 

 

 

 

 

 

神戸MRの会 定例会のご案内 

拝啓 皆様方におかれましては益々ご健勝のこととお

喜び申し上げます。 

さて、神戸MRの会 定例会を下記の通り開催いたします。 

ご多忙中とは存じますが、多数のご参加をお待ちしております。     

敬具                           

記 

  日 時 ：平成２６年１１月２５日(火) １９：００～２１：００ 

  場 所 ：神戸リハビリテーション病院 ２階会議室 

  会 費 ：会員・会員以外 ５００円 

【タイトル】 

「MRIの成り立ちと最新ハードウェア事情」 

東芝メディカルシステムズ株式会社 

MRI事業部 MRI開発部 ハードウェア開発担当 

                           冨羽 貞範 

「東芝MRIの最新情報（仮）」 

東芝メディカルシステムズ株式会社 

関西支社 営業推進部 MR担当   小平 真吾 

お問い合わせ先 

神戸リハビリテーション病院 放射線科  

TEL：078 (743) 8225  松尾 佳展 

 



                              兵放技ニュース           平成２６年１１月１日発行 

8 

第51回「ＭＲＩの基本」読書会のご案内 

当会は、「MRIの基本 パワーテキスト」を輪読形式で読む勉

強会です。重要な部分や理解しにくい部分は、スライドを使用し

たり、ディスカッションをして理解を深めていきます。現在、４名

の方に司会進行役として参加していただいており、毎回趣向を

凝らした内容になっています。興味のある章、または知りたい章

だけでも結構ですので、是非ご参加ください。 

第５１回は、「パワーテキスト前半総まとめ」 

T1値、T2値からフーリエ変換、画像作成までMRIの基本原理

の総まとめとしまして、MRIの画像ができるまでをわかりやすく

解説します。 

MRI初心者の方大歓迎です。是非ご参加ください。 

日 時 ： 平成 ２６年１１月２７日（木）１９：００～２１：００ 

        毎月第４木曜日開催予定 

場 所 ： 兵庫県立リハビリテーション中央病院 ２F  

第２・第３研修室 

会 費 ： 会員・会員以外 １００円 

内 容 ： 「MRIの基本 パワーテキスト」監訳 荒木 力 

 お問い合わせ先 

兵庫県立リハビリテーション中央病院 放射線科 鳥居 

              ＴＥＬ ０７８－９２７－２７２７（代表） 

平成２６年度第２回胃部Ｘ線読影勉強会の 

開催について 

  

 姫路市医師会 集検（胃）委員会では、胃がん検診の新たな精

度管理体制のため、日本消化器がん検診学会認定医及び認定

放射線技師の取得を目指しています。 

 そこで、医師及び放射線技師の認定資格試験に備えて、間接

フィルム読影の勉強会を下記のとおり開催いたします。 

 ご多忙中まことに恐縮ですが、多数の方々にご参加いただきま

すようご案内申し上げます。 

                 記 

１ 日 時  平成２６年１１月２７日（木） 午後７時３０分～ 

 

２ 場 所  姫路市医師会館 ５階 大ホール 

        姫路市西今宿三丁目７番２１号 

          TEL０７９―２９５－３３３３ 

 

３ 内 容  胃部Ｘ線読影勉強会 

 

４ 主 催  一般社団法人 姫路市医師会 集検（胃）委員会 

 

５ 参加費  無料 

 

日本消化器がん検診学会認定の胃がん検診専門技師更新単

位２単位を取得することができます 

 

 

第17回兵庫県ＭＲＩテクニカルカンファレンス

のご案内 

秋冷の候、益々ご清祥のこととお慶び申しあげます。 

MRI撮像のテクニカル研究会を下記要領にて開催させて頂く運

びとなりました。 

日 時 ： 平成２６年１１月２９日（土） １５：００～1８：００ 

場 所 ： 第一三共㈱ 神戸支店 １１F   

神戸市中央区磯上通２－２－２１ 三宮グランドビル 

会 費 ： 会員・会員外 ５００円 

【テーマ】 

『肩関節MRIのポジショニング・撮像方法』 

     ～疾患によるポジショニング・必要断面を知る !!～ 

【基礎講演】 

『各施設の撮像方法・ポジショニング、ちょっとしたポイント 

紹介』 

【特別講演】 

『肩関節ＭＲＩの撮影・読影 スポーツ外傷から腱板断裂』  

信原病院  放射線科科長 森岡 重敏 先生 

 

問合せ 北播磨総合医療センター 後藤 吉弘 

ＴＥＬ ０７９４－８８－８８００ 

              E-mail yoshihirogotoh@yahoo.co.jp 

 

mailto:yoshihirogotoh@yahoo.co.jp
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-淡路支部- 

勉強会および意見交換会のお知らせ 

下記の通り、勉強会を予定しております。また勉強会終了後、意

見交換会も予定しておりますので、皆様お誘い合わせの上ふる

ってご参加ください。 

                  記 

≪勉強会≫ 

日 時 ： 平成２６年１２月１３日（土） １５：００～１７：００ 

場 所 ： 兵庫県立淡路医療センター 大会議室 

講 演１ ： 「放射線撮影業務における感染対策」 

講 師 ： 兵庫県立淡路医療センター  

感染管理認定看護師     正司 貴美子 

講 演２ ： 「ガドリニウム造影剤 最近の動向」 

講 師 ： 兵庫県立淡路医療センター  

検査・放射線部          藤田 達也 

≪意見交換会≫ 

※時間・場所については検討中 

問い合わせ先 

兵庫県立淡路医療センター 検査・放射線部 藤田  

ＴＥＬ ０７９９－２２－１２００（内線３７５） 

 

第85回 いちょう会（斎暢会）のご案内 

謹啓 晩秋の候、皆様におかれましてはますますご活躍のこ

ととお慶び申し上げます。 

１２月度定例会を下記の内容にて開催いたします。ご多忙中と

は存じますが、皆様のご参加をお待ち申し上げます。  謹白 

記 

日 時 ： 平成２６年１２月１８日（木）１８：３０～２０：３０ 

場 所 ： 三宮研修センター 

内 容 ：Ⅰ．胃Ｘ線撮影 ～胃上部（Ｕ領域）撮影～ 

Ⅱ．胃Ｘ線読影 ～隆起性病変～ 

Ⅲ．｢症例検討｣ ～精密検査例・検診指摘例～ 

参加費 ： １，０００円/１回 

連絡先  恵生会アプローズタワークリニック 

TEL ０６－６３７７－５６２０ 担当/中川 

E-mail ： ichokai2000@yahoo.co.jp 担当/小豆 

http://ichokai.kenkyuukai.jp/ 

 
 

―もうお済みですか？― 

会費納入期限は９月３０日です！ 

本会は皆様の会費によって運営されています。会費納

入期限が毎年９月３０日となっております。スムーズな会

務運営のため、早期での会費納入にご協力いただきま

すよう、お願いいたします。 

なお、事務手続き上、１１月初旬時点にて会費未納の方

は発刊物の停止を１２月１日以降より行います。申し訳あ

りませんが、ご了承いただきますようお願いいたします。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 求 人 情 報 

詳細ご希望の方は兵庫県放射線技師会事務所まで 

 

○笹生病院 

所在地 西宮市弓場町５－３７ 
求人内容  正規職員 

○金沢クリニック 

所在地 神戸市中央区加納町６－６－１ 
求人内容  正規職員 

○神戸掖済会病院 

所在地 神戸市垂水区学が丘１－２１－１ 
求人内容  正規職員 

○あんしん病院 

所在地 神戸市中央区港島南町１－４－１２ 
求人内容  正規職員 

○にしはら乳腺クリニック 

所在地 姫路市南町５ モルティひめじＢ－７ 
求人内容  正規職員 

会費納入状況 （平成２６年９月３０日現在） 
会 員 数 ： １，２６６名 

会費納入率 ： ６３．９８％ 

会費未納者数 ： ４５６名 

            (前年度会費未納者数 ５５名)  

http://ichokai.kenkyuukai.jp/
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ニュース原稿等の投稿について 

 
ニュース・ご意見は、下記いずれかの方法でお送り 

ください。 FAXご利用の方は送信元のFAX番号 

並びに送信者氏名の記入をお願いします。 

なお、電子メールをご利用の方は、悪質なウィルス 

メールとの鑑別のため、お手数ですが件名の一部に 

「シャウカステン○月号」の記入をお願いいたします。 

（不明なメールに関しては、開封せずに消去する 

ことがあります。）  

                  

原稿締切日は 前月の第３木曜日です。 

 

E-mail：hyogo_gishikai_koho@yahoo.co.jp 

   

   (添付ﾌｧｲﾙ形式 Microsoft Word) 

FAX：０７８－３８２－６４２９ 

郵送：〒６５０－００１７   

    神戸市中央区楠町７－５－２ 

      神戸大学病院  放射線部  

             日下 亜起子宛 

 

○宝塚エデンの園附属診療所 
所在地 宝塚市ゆずり葉台３－１－１ 
求人内容  正規・パート職員 

○兵庫県立尼崎病院 

所在地 尼崎市東大物町１－１－１ 
求人内容  パート職員 

○六甲病院 

所在地 神戸市灘区土山町５－１ 
求人内容  パート職員 

○兵庫県立加古川医療センター 

所在地 加古川市神野町神野２０３ 
求人内容  パート職員 

○兵庫県立がんセンター 

所在地 明石市北王子町１３－７０ 
求人内容  パート職員 

○市立芦屋病院 

所在地 芦屋市朝日ヶ丘町３９－１ 
求人内容  嘱託職員 

○神戸労災病院 

所在地 神戸市中央区籠池通４－１－２８ 
求人内容  嘱託職員 

○神戸大学医学部附属病院 

所在地 神戸市中央区楠町７－５－２ 
求人内容  期限付職員 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

今年度の事業日程について 

 

今年度の事業日程について、１２月以降の予定をお知らせしま

す。日程変更となることもありますので、参加の際は直近のシャウ

カステンやホームページをご確認ください。 

みなさまのご参加をお待ちしています！ 

≪平成２６年≫  

１２／６（土）     兵庫県学術研修フォーラム 

１２／１４（日）    ＪＡＲＴ静脈注射（針刺し除く）に関する講習会    

（姫路 聖マリア病院） 

≪平成２７年≫  

１月頃         近畿地域放射線技師会 囲碁大会 

２／７（土）      第２回放射線セミナー 

２月頃         JART基礎技術講習会「MR」 （大阪府） 

２／１５（日）     近畿地域放射線技師学術大会 （奈良県） 

３／１４（土）     臨床学術講演会 

３月頃        兵庫県医療職団体協議会研修会 

３月頃        JART基礎技術講習「超音波」 （奈良県） 

 

 
 
 

【 兵庫県放射線技師会事務所について 】 

お電話による対応時間は  

  月～金 の  １０：００～１６：３０ です。  

時間厳守およびおかけ間違いのないよう 

お願いします。 

          TEL（０７８）３５１－５１７２ 

mailto:hyogo_gishikai_koho@yahoo.co.jp
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≪ １１月スケジュール ≫    

１１/１ （土）  

１１/２ （日）  

１１/３ （月）  

１１/４ （火）  

１１/５ （水）  

１１/６ （木）  

１１/７ （金）  

１１/８ （土） 
第266回神戸頭部研究会            p.４ 

ＣｏＣＩＴ2014秋                 p.４ 

１１/９ （日） 神戸西支部マラソン・ハイク部       p.５ 

１１/１０ （月）  

１１/１１ （火）  

１１/１２ （水）  

１１/１３ （木）  

１１/１４ （金） 第286回はりまＣＴ研究会           p.５ 

１１/１５ （土） 

第22回新入会員歓迎交流会        p.２ 

但馬・丹有支部合同研修会          p.５ 

第99回大阪胃腸会（銀杏会）        p.６ 

第48回西播イメージング研究会      p.６ 

１１/１６ （日）  

１１/１７ （月）  

１１/１８ （火）  

１１/１９ （水） 西神戸医療センター第12回 ＩＴＣ     p.７ 

１１/２０ （木） シャウカステン１２月号原稿締め切り 

１１/２１ （金） 第90回こうべ胃検診の会          p.７ 

１１/２２ （土）  

１１/２３ （日）  

１１/２４ （月） 兵放技学術大会                p.１ 

１１/２５ （火） 神戸ＭＲの会                  p.７ 

１１/２６ （水）  

１１/２７ （木） 
第51回「ＭＲＩの基本」読書会         p.８ 

胃部Ｘ線読影勉強会              p.８ 

１１/２８ （金）  

１１/２９ （土） 第17回ＭＲＩテクニカルカンファレンス  p.８ 

１１/３０ （日）  

 

 ≪ １２月スケジュール ≫ 

 

 

 

 

１２/１ （月）  

１２/２ （火）  

１２/３ （水）  

１２/４ （木）  

１２/５ （金）  

１２/６ （土） 第10回学術研修フォーラム    p.２ 

１２/７ （日）  

１２/８ （月）  

１２/９ （火）  

１２/１０ （水）  

１２/１１ （木）  

１２/１２ （金）  

１２/１３ （土） 淡路支部勉強会・意見交換会    p.９ 

１２/１４ （日）  

１２/１５ （月）  

１２/１６ （火）  

１２/１７ （水）  

１２/１８ （木） 
第85回いちょう会（斎暢会）     p.９ 

シャウカステン１月号原稿締め切り 

１２/１９ （金）  

１２/２０ （土）  

１２/２１ （日）  

１２/２２ （月）  

１２/２３ （火）  

１２/２４ （水）  

１２/２５ （木）  

１２/２６ （金）  

１２/２７ （土）  

１２/２８ （日）  

１２/２９ （月）  

１２/３０ （火）  

１２/３１ （水）  


